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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の発呼する接続先が存在する場合に、構内
ＩＰ網から発呼できる相手なのか、ＮＧＮ網から発呼で
きる相手なのか、自動判別する。
【解決手段】ＩＰ網および公衆電話網に接続されるファ
クシミリ装置において、相手先電話番号入力手段により
入力された相手先電話番号のプレフィックスに応じて、
ホームゲートウェイに対して発呼するか、ＳＩＰサーバ
に対して発呼するか、Ｔ．３８ゲートウェイに発呼する
か、公衆電話網に対して接続するかをあらかじめ登録す
る接続先優先リスト登録手段と、相手先番号入力手段に
よる相手先番号を入力した発呼において、接続先優先リ
スト登録手段で登録した接続先優先リストを参照して、
発呼を前記ホームゲートウェイに対して発呼するか、Ｓ
ＩＰサーバに対して発呼するか、前記Ｔ．３８ゲートウ
ェイに発呼するか、公衆電話網に対して発呼するかを自
動判別する判別手段と、を具備する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ網および公衆電話網に接続されるファクシミリ装置において、
相手先電話番号を入力する相手先電話番号入力手段と、
前記ＩＰ網のホームゲートウェイに接続するためのホームゲートウェイ接続手段と、
前記ＩＰ網のＳＩＰサーバに接続するためのＳＩＰサーバ接続手段と、
前記ＩＰ網のＴ．３８ゲートウェイに接続するための接続手段と、
前記公衆電話網に接続するための公衆電話網接続手段と、
前記相手先電話番号入力手段により入力された相手先電話番号のプレフィックスに応じて
、前記ホームゲートウェイに対して発呼するか、前記ＳＩＰサーバに対して発呼するか、
前記Ｔ．３８ゲートウェイに発呼するか、前記公衆電話網に対して接続するかをあらかじ
め登録する接続先優先リスト登録手段と、
前記相手先番号入力手段による相手先番号を入力した発呼において、前記接続先優先リス
ト登録手段で登録した接続先優先リストを参照して、前記発呼を前記ホームゲートウェイ
に対して発呼するか、前記ＳＩＰサーバに対して発呼するか、前記Ｔ．３８ゲートウェイ
に発呼するか、前記公衆電話網に対して発呼するかを自動判別する判別手段と
を具備することを特徴とするファクシミリ装置。
【請求項２】
　前記接続先優先リスト登録手段で登録した接続先優先リストを参照して、相手先電話番
号入力手段で入力された相手先電話番号に対応した接続先がなかった場合の接続先を登録
するディフォルト接続先登録手段を有することを特徴とする請求項１に記載のファクシミ
リ装置。
【請求項３】
　前記ＩＰ網のホームゲートウェイに接続するためのホームゲートウェイ接続手段と、
前記ＩＰ網のＳＩＰサーバに接続するためのＳＩＰサーバ接続手段と、
前記ＩＰ網のＴ．３８ゲートウェイに接続するための接続手段と、
前記公衆電話網に接続するための公衆電話網接続手段は、
前記相手先電話番号から前記複数の接続手段とを区別するためのプレフィックス情報を自
動的に除去して前記複数の接続に対する接続を行う
ことを特徴とする請求項１に記載のファクシミリ装置。
【請求項４】
　前記接続先優先リスト登録手段は、複数の接続手段とを区別するためのプレフィックス
情報を何桁除去するか、また自動的に除去するか否かを登録することを特徴とする請求項
３に記載のファクシミリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ網および公衆電話網に接続されるファクシミリ装置及びその制御方法に
関するものである。詳しくは、発呼するときに入力された相手先電話番号のプレフィック
ス情報に応じて、いずれかの網に発呼するかを自動的に判別する機能を有するファクシミ
リ装置および制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＰ網を利用してＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）とＴ．３８に準拠したＩＰファクシミリ通信機能を備えたファクシミリ装置が普
及しつつある。ＳＩＰとは、ＲＦＣ３２６１に規定されているＩＰネットワーク上でさま
ざまな音声、データ、画像などのマルチメディアの通信を行うための呼制御プロトコルで
ある。Ｔ．３８とは、ＩＴＵ－Ｔの勧告の一つで、加入電話網で使われるファクシミリの
信号をＩＰのメッセージに翻訳して通信する方法を規定した規格である。
【０００３】
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　また、次世代ネットワーク（ＮＧＮ：Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）と呼ばれる電話、映像通信サービスの提供を目的としたネットワーク網（以降ＮＧＮ
網）の提供が開始されており、ＮＧＮ網にも対応したファクシミリ装置が普及しつつある
。
【０００４】
　このようなファクシミリ装置は、ＩＰ網および公衆電話網の両方に接続されているもの
がある。この場合、ユーザがＩＰ網または公衆電話網のいずれか一方を選択して発呼する
が、ユーザがＩＰ網から発呼できる相手なのかどうかを全てのユーザが把握することは困
難である。
【０００５】
　そこで、発呼時に入力された電話番号のプレフィックス情報に応じてＩＰ網または公衆
電話網のいずれかに発呼するかを自動的に判別する技術が知られている（特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１１２５１５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１のファクシミリ装置では、図１に示すＩＰ網２０と公衆電話
網３０６の二つのどちらに発呼するかを入力された電話番号のプレフィックスで判別する
ことが記載されているが、図３に示すような構内ＩＰ網３０４、ホームゲートウェイ経由
でＮＧＮ網３０５、Ｔ．３８ゲートウェイ経由の公衆電話網３０６に接続されていた場合
、つまり、ＩＰ網においても複数の発呼する接続先が存在する場合、ユーザが構内ＩＰ網
から発呼できる相手なのかどうか、ＮＧＮ網から発呼できる相手なのかどうか全てのユー
ザが把握することは困難である。このため、発呼時に不適切な接続先が選択されることを
避けられず、通信エラーが発生し、通信できない事態に陥るという問題点があった。
【０００８】
　また、特許文献１のファクシミリ装置では、ＩＰ網へ接続する場合に、電話番号から構
内交換機経由で外線に接続するためのプレフィックス情報を自動的に除去してＩＰ網に対
して接続を行うことが記載されている。
【０００９】
　しかし、図３に示すような複数の接続先のあるＩＰ網環境においては、それらを区別す
るために電話番号のプレフィックスを使用する場合がある。例えば、ホームゲートウェイ
経由でＮＧＮ網３０５に発呼する場合は、相手先電話番号のプレフィックスに”０”、Ｔ
．３８ゲートウェイ経由の公衆電話網３０６に発呼する場合は”＃”、をつけるといった
具合である。ただ、特許文献１の従来のファクシミリ装置では、外線に接続するためのプ
レフィックスしか削除しないため、複数の接続先を区別するためのプレフィックス情報は
削除しないまま発呼する。すると、接続先（Ｔ．３８ゲートウェイなど）が前記プレフィ
ックス情報を解釈できないため、通信エラーになるという問題点があった。
【００１０】
　本発明は、上記問題点を解消し、ユーザが網環境、特にＩＰ網で複数の接続先のある場
合に意識することなく、適切な接続先へ発呼でき、通信エラーを回避できるファクシミリ
装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
【００１１】
　また、公衆電話網、ＩＰ網を含めて複数の接続先がある場合に、ユーザが相手先電話番
号のプレフィックスに従来の外線に接続するための“０”を付けるのと同様の操作性で、
接続先を区別するためプレフィックス情報を付けるだけで、所望の接続先に発呼すること
ができるファクシミリ装置およびその制御方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ＩＰ網および公衆電話網に接続されるファクシミリ装置において、
相手先電話番号を入力する相手先電話番号入力手段と、
前記ＩＰ網のホームゲートウェイに接続するためのホームゲートウェイ接続手段と、
前記ＩＰ網のＳＩＰサーバに接続するためのＳＩＰサーバ接続手段と、
前記ＩＰ網のＴ．３８ゲートウェイに接続するための接続手段と、
前記公衆電話網に接続するための公衆電話網接続手段と、
前記相手先電話番号入力手段により入力された相手先電話番号のプレフィックスに応じて
、前記ホームゲートウェイに対して発呼するか、前記ＳＩＰサーバに対して発呼するか、
前記Ｔ．３８ゲートウェイに発呼するか、前記公衆電話網に対して接続するかをあらかじ
め登録する接続先優先リスト登録手段と、
前記相手先番号入力手段による相手先番号を入力した発呼において、前記接続先優先リス
ト登録手段で登録した接続先優先リストを参照して、前記発呼を前記ホームゲートウェイ
に対して発呼するか、前記ＳＩＰサーバに対して発呼するか、前記Ｔ．３８ゲートウェイ
に発呼するか、前記公衆電話網に対して発呼するかを自動判別する判別手段と
を具備することを特徴とするファクシミリ装置である。
【００１３】
　また、
前記ＩＰ網のホームゲートウェイに接続するためのホームゲートウェイ接続手段と、
前記ＩＰ網のＳＩＰサーバに接続するためのＳＩＰサーバ接続手段と、
前記ＩＰ網のＴ．３８ゲートウェイに接続するための接続手段と、
前記公衆電話網に接続するための公衆電話網接続手段は、
前記相手先電話番号から前記複数の接続手段とを区別するためのプレフィックス情報を自
動的に除去して前記複数の接続に対する接続を行う
ことを特徴とするファクシミリ装置である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、前記相手先電話番号のプレフィックス情報と、前記ホームゲートウェ
イに対して発呼するか、前記ＳＩＰサーバに対して発呼するか、また、前記Ｔ．３８ゲー
トウェイに発呼するか、前記公衆電話網に対して発呼するかを予め登録しておくことで、
発呼時に上記接続先優先リストを参照して発呼をどの接続先に対して発呼を行うかを自動
判別する。そうすることで、全てのユーザが、接続先を意識することなく、適切な接続先
を選択して発呼できるようになる。また、適切でない接続先に発呼することによるにより
、通信エラーを発生させることを回避することができる。
【００１５】
　また、複数の接続手段とを区別するためのプレフィックス情報を自動的に除去して前記
複数の接続に対する接続を行うことにより、通信エラーを発生させることを回避すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来のファクシミリ装置が接続されるネットワーク図。
【図２】本発明に係るファクシミリ装置のシステム構成を示すブロック図。
【図３】本発明に係わるファクシミリ装置が接続されるネットワークの構成図。
【図４】本発明に係わるファクシミリ装置のサーバ／ゲートウェイ設定例と発呼先情報設
定例を示す図。
【図５】本発明に係わるファクシミリ装置の接続先優先リストの設定例を示す図。
【図６】システム制御部における発呼網判別制御動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。図２は、本
発明の実施例によるファクシミリ装置２００の構成を示すブロック図である。
【００１８】
　図２において、
２０１：ＣＰＵは、システム制御部であり、装置全体を制御する。
２０２：ＲＯＭは、ＣＰＵの制御プログラムを格納するものである。
２０３：ＲＡＭは、プログラム実行時のワークメモリとして使用する為のものである。
２０４：画像メモリは、ＤＲＡＭ等で構成され、画像データを蓄積する為のものである。
２０５：解像度変換部は、ラスタデータのミリ－インチ解像度変換等の解像度変換制御を
行うものである。
２０６：読取・記録用符号化復号化処理部（読取・記録用コーデック）は、通信装置で扱
う画像データの符号化復号化処理を行う。
２０７：時計部は、動作間隔等を計測し、ＩＣ等で構成される。
２０８：モデムは、回線からの変調された信号を復調したり、逆に装置からの信号を変調
し回線に送出するものである。
２０９：ＮＣＵはアナログ回線とのＩ／Ｆ部である。
２１０：ＰＳＴＮ等のアナログ回線である。
２１１：通話に使用するハンドセットや留守番電話等の電話機である。
２１２：ネットワークを制御するためのＬＡＮ　Ｉ／Ｆである。
２１３：ＬＡＮ等のＩＰ網を示す。
２１４：画像処理部は、スキャナによって読み込まれた画像データに補正処理を施して高
精細な画像データを出力するものである。
２１５、２１６：シートスキャナ、ブックスキャナは、ＣＳイメージセンサ、原稿搬送機
構などで構成され、原稿を光学的に読み取って電気的な画像データに変換するものである
。両面原稿の読み取りを行う。
２１７：操作部は、キーボード、表示部等で構成され、オペレータが各種入力操作を行う
ためのものである。ハンドセットがオフフック時に即時ダイヤル操作可能を示す。また、
外付け電話機がオフフック時には、通信中であることの表示及び通信予約受け付け可能な
ことを表示する。
２１８：ラインバッファは、画像データの転送制御を行う場合に使用するするラインバッ
ファである。
２１９：プリントバッファは、１ページ分のバッファメモリである。
２２０：プリンタは、受信画像やファイルデータを普通紙に記録するＬＢＰ等のプリンタ
であり、両面記録を行うことができる。
【００１９】
　図３は、本発明にかかわるファクシミリ装置２００が接続されるネットワークの構成図
である。ファクシミリ装置２００－１，２００－２，２００－３は、それぞれ、図１に示
したファクシミリ装置２００を用いたものである。
【００２０】
　ＳＩＰサーバ３０１は、構内ＩＰ網３０４に接続される。ホームゲートウェイ３０２－
１、３０２－２はＮＧＮ網３０５に接続される。Ｔ．３８ゲートウェイ３０３－１、３０
３－２は公衆電話網３０６と構内ＩＰ網３０４の間に接続される。
【００２１】
　ここで、ファクシミリ装置２００－１は構内ＩＰ網３０４とＮＧＮ網３０５と公衆電話
網３０６に接続され、ファクシミリ装置２００－２は構内ＩＰ網３０４のみに接続される
。また、ファクシミリ装置２００－３は、ＮＧＮ網３０５のみに接続される。また、ファ
クシミリ装置（Ｇ３ＦＡＸ）３０７は公衆電話網３０６のみに接続される。
【００２２】
　この接続環境下において、例えば、ファクシミリ装置２００－１は、構内ＩＰ網３０４
を介してＳＩＰサーバ３０１経由でファクシミリ装置２００－２と通信することができる



(6) JP 2015-226174 A 2015.12.14

10

20

30

40

50

。また、ホームゲートウェイ３０２－１、ＮＧＮ網３０５、ホームゲートウェイ３０２－
２経由で、ファクシミリ装置２００－３と通信することができる。また、公衆電話網３０
６を介してファクシミリ装置（Ｇ３ＦＡＸ）３０７と通信することができる。また、Ｔ．
３８ゲートウェイ３０３－１（３０３－２）、公衆電話網３０６経由でファクシミリ装置
（Ｇ３ＦＡＸ）３０７と通信することができる。
【００２３】
　このようなネットワーク環境下で、例えばファクシミリ装置２００－１がある相手ファ
クシミリ装置と通信を開始しようとした場合、相手ファクシミリ装置が構内ＩＰ網３０４
から発呼可能な相手なのか、公衆電話網３０６から発呼可能な相手なのかなど全てのユー
ザが知ることは困難である。こうしたユーザの負担を緩和すべく、本発明に係わるファク
シミリ装置２００では、発呼に際して、そのユーザが、表示／操作部２１７のキー操作に
より相手ファクシミリ装置の電話番号を入力し、送信スタート指示操作（送信開始ボタン
押下）を行なうのみで、その入力された相手先番号から装置側で適切な接続先を選択して
発呼できるような制御機能を備えている。
【００２４】
　ホームゲートウェイとは、ＮＧＮをはじめとする今後の家庭や企業のネットワークとを
つなぐためのネットワーク装置である。
【００２５】
　Ｔ．３８ゲートウェイとは、ＩＰネットワークと公衆電話回線網との間でファクス通信
を中継する機器のことで、Ｇ３ファクスの信号をＴ．３８で規定したメッセージに翻訳す
る役割を担っている。
【００２６】
　ＳＩＰサーバとは、ＳＩＰと呼ばれるプロトコルを利用して、電話番号をＩＰアドレス
と対応付けたり、通信相手との接続を確立したりといった呼制御を行うサーバのことある
。
【００２７】
　図４はホームゲートウェイ、Ｔ．３８ゲートウェイ、ＳＩＰサーバの設定登録画面であ
る。図４（ａ）は、ＳＩＰサーバの設定の登録が行われる画面であり、新規登録ボタン（
４０２）から登録が行うことがで、ＳＩＰサーバ３０１の設定（３０１）が登録されてい
る。図４（ｂ）は、ホームゲートウェイの設定の登録が行われる画面であり、新規登録ボ
タン（４０４）から登録が行うことができ、ホームゲートウェイ３０２の設定（４０３）
がそれぞれ登録されている。図４（ｃ）では、Ｔ．３８ゲートウェイの設定の登録が行わ
れる画面であり、新規登録ボタン（４０７）から登録が行うことができる。
【００２８】
　東京、大阪などの複数の支社を持つ企業では、通信相手の近くのＴ．３８ゲートウェイ
までを構内ＩＰ網で通信することで通信料金を抑えることができる。例えば東京本社から
大阪の客先に通信する場合は、大阪支社のＴ．３８ゲートウェイを介して客先に通信すれ
ば、東京から大阪支社のＴ．３８ゲートウェイは構内ＩＰなので料金はほとんどかからず
、Ｔ．３８ゲートウェイから客先までの通信料がかかるだけである。このような環境を考
えて、Ｔ．３８ゲートウェイの登録は複数可能にしている。
【００２９】
　また、図５は、接続先優先リスト登録の設定例を示す図である。まず、図５（ａ）は発
呼先の電話番号のプレフィックス（開始番号）、接続先、プレフィックス削除桁数、プレ
フックス削除を登録する図である。相手先電話番号がＳＩＰサーバ（３０１）経由の構内
ＩＰ網３０４に接続される端末であることを示す特定情報を含む場合は、“発呼先の開始
番号”（５０１）に前記特定情報を登録し、“接続先”（５０２）にはＳＩＰサーバが登
録されている。ここで、構内ＩＰ網３０４に接続される端末であることを示す特定情報と
は、例えば、相手先電話番号の先頭の３桁を構成する“６２６”という情報である。
【００３０】
　相手先電話番号がホームゲートウェイ（３０２－１）経由のＮＧＮ網３０５に接続され
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る端末であることを示す特定情報を含む場合は、“発呼先の開始番号”に前記特定情報を
登録し、“接続先”にはホームゲートウェイ（３０２－１）が記憶されている。
【００３１】
　ここで、ＮＧＮ網３０５に接続される端末であることを示す特定情報とは、例えば、相
手先電話番号中の先頭の３桁を構成する“０５０”という情報である。
【００３２】
　相手先電話番号がＴ．３８ゲートウェイ１経由（３０３－１）経由の公衆電話網３０６
に接続される端末であることを示す特定情報を含む場合は、“発呼先の開始番号”に前記
特定情報を登録する。また“接続先”にはＴ．３８ゲートウェイ（３０３－１）が登録す
る。
【００３３】
　ここで、Ｔ．３８ゲートウェイ１経由（３０３－１）経由の公衆電話網３０６に接続さ
れる端末であることを示す特定情報とは、例えば、相手先電話番号の先頭の３桁を構成す
る“＃０３”という情報である。ただ“＃”をつけたまま発呼するとＴ．３８ゲートウェ
イは“＃”を解釈できないので通信エラーとなるので、“＃”を削除する必要がある。そ
のために複数の接続先のいずれかを区別するためのプレフィックス情報（例えば、前記の
Ｔ．３８ゲートウェイ経由１で登録されている“＃”）を削除するためのプレフィックス
削除する／しない設定を登録することができる（５０３）。
【００３４】
　また前記のプレフィックス削除する／しない設定で“する”の場合に、削除するプレフ
ィックスの桁数を登録することができる（５０４）。例えば、発呼先の開始番号５０１が
“＃０３”、接続先５０２が“Ｔ．３８ゲートウェイ”経由の公衆電話網３０６の場合、
プレフィックス削除桁数は１桁として登録する。
【００３５】
　図５（ｂ）は前記図（ａ）で登録した設定をリストで表示する図である。このリストで
は各設定に優先順位をつけることができる。優先順位の上げ下げは５０５，５０６を用い
ておこなう。また、前記の登録した接続先優先リストのなかで条件に一致しなかった場合
の振る舞いとして、デフォルト接続先５０７を登録することができる。どこにも送信しな
い設定も登録することができる。これらは全て管理者などが予め登録しておく。
【００３６】
　図６は、本発明にかかわるファクシミリ装置の動作を示すフローチャートである。ファ
クシミリ装置２００では、相手ファクシミリ装置に発呼する操作として、ユーザは操作部
２１７のテンキーなど（短縮ダイヤルでもかまわない）を用いて相手ファクシミリ装置の
相手先電話番号を入力する。（ここで、予め登録されている相手先電話番号を選択しても
よい）。その後スタートボタン（送信開始ボタン）を押下する。
【００３７】
　ここで、発呼開始指示があった場合（Ｓ６０１）、上記発呼開始指示によって入力され
る相手先情報を取得する。（Ｓ６０２）接続先優先リストを参照し（Ｓ６０３）、前記取
得した相手先番号と接続先優先リストに登録されている“発呼先の開始番号”を比較する
（Ｓ６０４）。
【００３８】
　比較して一致したら（Ｓ６０４－ＹＥＳ）、プレフィックスを削除する設定が“する”
の場合に（Ｓ６０５－ＹＥＳ）、プレフィックス削除桁数を取得する（Ｓ６０６）。
【００３９】
　前記相手先電話番号から前記プレフィックス削除桁数分削除する（Ｓ６０７）。前記プ
レフィックス削除桁数を削除した電話番号で一致した接続先に発呼する（Ｓ６０８）。ま
た、プレフィックスを削除する設定が“しない”の場合に（Ｓ６０５－ＮＯ）は、前記相
手先電話番号で一致した接続先に発呼する（Ｓ６０８）。
【００４０】
　一方、前記取得した相手先番号と接続先優先リストの開始番号を比較して一致しなかっ
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た場合（Ｓ６０４－ＮＯ）、デフォルト接続先に登録した接続先に発呼する（Ｓ６０９）
。
【符号の説明】
【００４１】
１０－１、１０－２　従来のファクシミリ装置、２０　ＩＰ網、
２００，２００－１～３　ファクシミリ装置、２０１　ＣＰＵ、２０２　ＲＯＭ、
２０３　ＲＡＭ、２０４　蓄積メモリ（画像メモリ）、２０５　解像度変換処理部、
２０６　読取記録用符号化複合化処理部、２０７　時計部、２０８　モデム、
２０９　ＮＣＵ（回線ｉｆ部）、２１０　アナログ電話回線（ＰＳＴＮ）、
２１１　電話機、２１２　ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ、２１３　ＩＰネットワーク、
２１４　画像処理部、２１５　シートスキャナ、２１６　ブックスキャナ、
２１７　操作部、２１８　ラインバッファ、２１９　プリントバッファ、
２２０　プリンタ、３０１　ＳＩＰサーバ、３０２－１～２　ホームゲートウェイ、
３０３、３０３－１～２　Ｔ．３８ゲートウェイ、３０４　構内ＩＰ網、
３０５　ＮＧＮ網、３０６　公衆電話網、３０７　ファクシミリ装置（Ｇ３ＦＡＸ）、
４０１　ＳＩＰサーバ設定、４０２　新規登録ボタン、
４０３　ホームゲートウェイ設定、４０４　新規登録ボタン、
４０５　Ｔ．３８ゲートウェイ設定（東京支社）、
４０６　Ｔ．３８ゲートウェイ設定（大阪支社）、４０７　新規登録ボタン、
５０１　発呼先の開始番号、５０２　接続先、５０３　プレフィックス削除桁数、
５０４　プレフィックス削除、５０５　優先順位を上へボタン、
５０６　優先順位を下へボタン、５０７　デフォルト接続先

【図１】
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